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関西支部 学生自動車研究会 学生委員会 発行 

 

2014 年度 第 2 号 学自研ニュースレター発行にあたって 

関西支部学生自動車研究会運営委員長  京都大学  吉岡 杏月 

関西支部学生自動車研究会（以下，関西学自研）の活動をお伝えします．2014 年度第 2 号関西学自研

ニュースレターの発行を無事に迎えることができました．これも自動車技術会事務局の皆様や参与の先

生方のご協力・ご理解の賜物と深く御礼申し上げます．関西学自研では下半期には株式会社ヤンマー様，

株式会社川崎重工業様を見学させて頂きました．危険回避運転講習会は特に参加者から好評を得る企画

となりました．最後の企画である卒業研究発表会は学自研運営委員が全員で準備し，無事に開催するこ

とができました．最後になりましたが，関西学自研が活動するにあたり，多大なご協力を頂いている各方

面の方々に心より感謝の意を表します．今後ともよろしくお願いします．  

第３回工場見学会 

ヤンマー株式会社 尼崎工場 

2014 年 9 月 26 日，総勢 20 名の学生が兵庫県尼

崎市にある株式会社ヤンマー尼崎工場を訪れ，工

場見学会・講演会に参加しました． 

この尼崎工場では大型船舶用のエンジンや発電

用エンジンなどを製作されています．敷地にはい

くつもの建屋があり，エンジンのサイズによって

加工・組立場所が分かれていました．シリンダー

ブロックなどの大きな鋳造品は別工場で製造され，

こちらでは加工・組立から発送まで行っておりそ

の工程の一部を見学させていただきました．工場

内には危機管理向上のための事故体験ができる施

設や，エンジン購入者に対する教育研修施設が整

えられており，アフターサービスまでばっちりで

す．また，講演会では天然ガスエンジンを取り巻

く環境の変化に対する取り組みや歴史について聴

くことができました．船舶では排ガス規制などの

環境問題から，ガスエンジンの需要が大きくなっ

ています．そんな次々と規制が厳しくなるなかで

の開発陣の方々の奮闘する熱意が私たちにも伝わ

ってきました．参加者の多くがエンジン関連の研

究をしている学生であり，とても有益な講演とな

りました． 

最後になりましたが，お忙しい中，工場見学お

よび講演会の機会を設けていただき，丁寧に対応

してくださったヤンマー株式会社のみなさまに心

より感謝申し上げます． 

正門すぐの広場にて 

関西支部 
学自研ニュース 

2014年度 第2号 

URL http://www.jsae.net/kansai/labo/

大阪工業大学 中谷 匡希 
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新車試乗会・危険回避講習会 

大阪産業大学 盖 云天  

2014 年 11 月 8 日にダイハツ工業株式会社にご

協力頂き，パッソ／ブーンの新車試乗会・危険回

避講習会を行いました． 

新車試乗会では技術説明会を行い，ガソリン登

録車ナンバーワンの低燃費(27.6km/L(JC08))を達

成したエンジン技術について説明をいただきまし

た．また，パッソ／ブーンの低燃費，デザイン，基

本性能の向上などの説明をしていただきました． 

その後，大阪産業大学生駒キャンパスのテスト

コースにてパッソ／ブーンを試乗させていただき

ました．当日は晴れのち曇りの天気で最高気温

19℃と絶好の試乗会日和でした．参加者が順番に

乗り込み，操作感などを確かめるため，複数周運

転しました．試乗した後，エンジンルームや車内

の構造を見させていただきました． 

また，新車試乗会と同時に阪奈自動車教習所の

方に来て頂き，スキッドカーを使用したスリップ

体験させていただきました．車のタイヤの接地圧

を微妙に変化させることによって，雨や雪，氷，ハ

イドロプレーニング現象などの状況を低速で安全

にシミュレートさせていただきました．今回の新

車試乗会は非常に勉強になり，自動車についての

理解をさらに深めることができました． 

最後になりましたが，新車試乗会・危険回避講

習会を開催するに当たり，ご協力いただきました

ダイハツ工業株式会社と阪奈自動車教習所には心

から御礼を申し上げます．

無料バスツアー 

岡山大学 橋本 将太 

 2014 年 12 月 11 日，総勢 32 名の学生が集い，

中部地方で初開催となった人とくるまのテクノロ

ジー展 2014 への学生会員専用の無料バスツアー

を行いました．展示会は愛知県名古屋市のポート

メッセなごやで開催され，集合場所となった大阪

梅田から，途中で１回の休憩をはさみ，片道約 2 時

間 30 分ほど，現地で約４時間程度の自由見学をお

こなうバスツアーとなりました． 

 展示会では総勢 200 社近くの企業があつまり，

企業はアセンブリメーカーだけでなく，部品サプ

ライヤー，材料サプライヤー，計測機器，CAE な

どの企業各社の出展を見ることができ，自動車産

業の裾野の広さを目の当たりにしました．自身の

大学院での研究との関連もあり，特に関心があっ

たのがセンサー開発をしている企業や計測手法を

研究しているような企業です．大きなブースだと，

たくさんの研究員の方々が開発した商品を事細か

に説明して下さり，また多くの技術的な深い問い

かけに対しても，的確な回答を学生の私にも理解

しやすいように答えてもらえたことがとても印象

的でした．このような点がモーターショーなどと

は大きく異なる点だなと感じたことを覚えていま

す．また，この他にも三輪で走行するオートバイ

に跨って傾けてみたりと，色々なブースで実際に

手にとってモノを見たり触ったりと，「体験」する

ことが多く出来たことも印象的でした． 

他のイベントとして，予約制のオープンセミナ

ーや小型モビリティ体験試乗，ワークショップな

どもありましたが，時間との兼ね合いもありそち

らの方まで参加することが出来なかったことが少

し心残りです． 

 最後になりましたが，ご多忙の中，バスツアー

の開催に際し，丁寧に対応してくださった株式会

社 日本交通の皆さまに心よりの感謝を申し上げ

ます．この度は，誠にありがとうございました． 

テストコースにて 

人とくるまのテクノロジー展 名古屋 
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第 4 回工場見学会 

株式会社 川崎重工業 明石工場 

大阪大学 奥 正雄 
 2014 年 12 月 2 日，学自研は総勢 40 名の人数

で，兵庫県明石市にある株式会社川崎重工業に訪

れ，工場見学および講演会に参加しました． 
 まず，到着してから産業用ガスタービンの部品

の開発およびオーバーホールが行われている工場

へ向かいました．そこで，川崎重工様で最大の出

力が出せるガスタービンの L30A を見せていただ

きました．L30A はコジェネシステムと合わせる

と発電効率が 80%を超える世界最大級のガスター

ビンです．L30A を前にして，参加した学生たちは

興奮した様子で質問を投げかけていました． 
次に私たちは，モーターサイクルの組み立て工

場へ向かいました．モーターサイクルのラインで

は，必要な部品を必要なだけ供給できるようにす

るカンバン方式をとっておりました． 
 一通りの工場見学が終わった後に，ガスタービ

ンの設計手法の変遷に関する講演をしていただき

ました．2000 年代に入ってからスーパーコンピュ

ーターの性能が格段に上がり，今まで計算できな

かった翼列角の設定に CFD を用いるなど，企業が

設計で行う設計手法に関して，なかなか知る機会

のない設計の現状を教えて頂くことができました． 
最後に，ご多忙の中工場見学および講演会の機

会を設けてくださった株式会社川崎重工業明石工

場の皆様に心より感謝申し上げます．このたびは

本当にありがとうございました． 

卒業研究発表講演会 

大阪市立大学 吉川 達哉   

 2015 年 2 月 21 日大阪市立大学にて，学生自動車

研究会主催の第 31 回卒業研究発表会が行われまし

た．発表件数：45 件と，多くの方に発表して頂き，

活発な議論が行われました． 

交歓会の初めに，優秀講演者の発表が行われまし

た．受賞者は第一室では川上大輔君(岡山大学)：赤外

吸収法を利用した点火プラグ近傍の CO2 濃度計測，

第二室では三輪真大君(滋賀県立大学)：バイオ燃料用

微細藻類の藻体増殖および油分生産に及ぼす生育条

件の影響，第三室では中山翔太君(岡山大学)：軽油着

火式ガスエンジンにおける PREMIER 燃焼の可視化，

以上の三名でした．受賞した皆様，おめでとうござい

ます． 

 最後になりましたが，卒業研究発表会を行うにあ

たり，会場になりました大阪市立大学の関係者，なら

びに学生自動車研究会の関係者の方々に深く御礼申

し上げます． 

1 階ロビーにて 

委員長(一番左端)と優秀賞受賞者 

(左から，川上大輔君，中山翔太君，三輪真大君) 

交歓会の様子 
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関西学生自動車研究会学生委員による挨拶 
   

 
京都大学 吉岡 杏月 

 
大阪府立大学 板井 満生 

 
大阪大学 奥 正雄 

 
大阪市立大学 吉川 達哉 

 
大阪工業大学 中谷 匡希 

 
大阪産業大学 盖 云天 

 
岡山大学 橋本 将太 

 
近畿大学 兵藤 英二 

 
神戸大学 中尾 亮太 

 
滋賀県立大学 岩本 大佑 

 
摂南大学 秋山 高貴 

 
同志社大学 宮田 哲次 

 
徳島大学 松本 正幸 

 
立命館大学 小林 達矢 

 

 
末筆となりますが，今後とも，関西学自研の活動により一層のご理解とご参加を頂くと共に，倍旧の

御支援，ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます．（編集委員：宮田 記） 

学自研委員として

第4回工場見学を担

当させて頂き，そし

て様々な企業と他

大学を見学するな

ど貴重な経験がで

きました．1 年間あ

りがとうございま

した． 

学自研を通して自

動車技術のみなら

ず，様々な勉強や体

験をさせて頂きま

した．今後この経験

を活かして研究や

仕事に励みます．あ

りがとうございま

した．

学自研委員長とし

て様々な企画に携

わり，参加し，とて

も貴重な経験とな

ったとともに，自分

も成長させてもら

いました．一年間あ

りがとうございま

した． 

他校との交流を深

めることができ，楽

しかったです．他分

野の研究や研究を

取り組む姿勢など

に触れ，大変刺激を

受ける一年でした．

ありがとうござい

ました． 

第三回工場見学の

担当をさせていた

だきました．他大学

との交流など多く

の経験ができ，とて

も見識が広がりま

した．一年間ありが

とうございました．

新車試乗会は，学

生にとって，絶対

見逃すことができ

ないチャンスだと

思います．ぜひ参

加していただきた

いです． 

この1年間は各種イ

ベントや他大学の

研究室見学などを

通して多くのこと

を学ぶことができ，

自身の研究に活か

すことができまし

た．ありがとうござ

いました．

学自研の活動を通

して，自分の研究室

や大学の中ではで

きない多くの貴重

な経験をさせて頂

きました．とても充

実した１年でした．

ありがとうござい

ました．

2 年間委員を務めさ

せて頂き，自分の専

門とは全く異なる

研究や物事につい

て触れることがで

きてほんとうに貴

重な経験が出来ま

した．ありがとうご

ざいました．

他大学の方との交

流やイベント企画，

研 究 室 見 学 な ど

様々な体験をする

ことで多彩な考え

方や知識に触れ，と

ても刺激になりま

した．一年間ありが

とうございました．

学自研委員として

様々な企画に参加

でき楽しかったの

と，委員のみなさん

と研究に関する意

見交換ができて良

かったです．一年間

ありがとうござい

ました． 

他大学の研究室訪

問や工場見学を通

じて，多くのことを

勉強させていただ

きました．来年から

は社会人として頑

張っていきます！

ありがとうござい

ました．

第二回工場見学を

担当させて頂きま

した．他大学の皆さ

んとの交流や工場

見学など普段でき

ない経験をするこ

とができました．一

年間ありがとうご

ざいました．

学自研の1年間の活

動を通し，他の大学

の研究室へたくさ

ん訪問させて頂き

ました．他の大学の

研究を見ることで，

とてもいい刺激に

なりました． 


